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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 平成２５年１月８日（火） 

 白井市役所４階第１会議室 

 １．委員長開会宣言 

 ２．会議録署名人の指名 

 ３．委員報告 

 ４．教育長報告 

 ５．議決事項 

    議案第１号 白井市視聴覚ライブラリー設置条例を廃止する条例 

    議案第２号 白井市視聴覚ライブラリー管理運営規則を廃止する規則の制定について 

    議案第３号 白井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

          の制定について 

    議案第４号 平成２５年度教育費当初予算について 

 ６．報告事項 

    報告第１号 準要保護児童・生徒の認定について 

 ７．その他 

                                             

○出席委員 

   委員長  市場 正明 

   委 員  石亀 裕子 

   委 員  髙城 久美子 

   委 員  石垣 裕子 

   教育長  米山 一幸 

 

○欠席委員 

   な し 

                                             

○出席職員 

   教育部長          清水  登 

   教育部参事         伊藤  勝 

   生涯学習課長        大塚 栄一 

   文化課長          秋本 善久 

   書   記         伊藤 祐子 

    



 2 

○市場委員長 これから平成２５年第１回白井市教育委員会定例会を開会します。 

 本日の出席委員は５名です。 

                                              

     ○委員長開会宣言 

 本日の議事日程はお手元に配付の日程表のとおりです。 

                                              

     ○会議録署名人の指名 

○市場委員長 会議録署名人の指名をいたします。石亀委員と髙城委員にお願いします。 

                                              

     ○委員報告 

○市場委員長 次に、各委員から報告がありましたらお願いします。 

〔「なし」と言う者あり〕 

                                              

     ○教育長報告 

○市場委員長 教育長報告をお願いします。 

○米山教育長 それでは、前回の教育委員会議、１２月１２日以降の報告をさせていただきます。 

 まず１２日、教育委員会議終了後、市長と教育委員との懇談会を開催いたしました。そのとき説明

をしましたけれども、予算の編成権、執行権を持っている市長と教育委員会としての事業方針につい

ては相互連携を図りながら、両者が同じ方針を持って進めるということが必要ですので、今後も続け

ていきたいと思います。 

 １３日、就学指導委員会が開催されました。今月、就学指導委員会があと１回開催されます。 

 １４日、文化財審議会が開催されました。市史編さんについては、点検・評価のときにも、早いう

ちに手をつけないと資料等がなくなってしまったりするので、今後の方針を早めにしたほうがいいと

いうご意見がありましたので、文化財審議会のほうでもお話をさせてもらいました。１０年とか２０

年をかけてやる事業ですので、人的な問題、予算的な問題等ありますので、２５年度から市史編さん

の範囲をどの程度、どのような形でやっていくかということを文化財審議会の中で検討いただくとい

うことで、文化財審議会のほうでも積極的に考えていただけるということでした。 

 １８日に議会が終了をしております。教育委員会関係の議案については、全て可決しております。

それから、学校図書の整理ということで請願が上がっております。これについては、本市常に取り組

んでいる内容ではあるんですけれども、議会のほうでは不採択されております。 

 ２０日、通学区域審議会が開催されました。主な内容は、大山口３丁目、４丁目の子ども達の、七

次台小学校へ通学するための道路標識等の安全整備の内容を通学区域審議会のほうに報告させてもら

いました。本日各委員のほうには、そのときの資料を配布させていただきました。後ほど部長のほう
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から、その内容を説明させてもらいたいと思います。以上です。 

○市場委員長 以上の教育長報告について、質問等ございますか。 

 特にないようですので、次に進みます。 

                                              

○市場委員長 非公開案件についてお諮りします。 

 報告第１号「準要保護児童・生徒の認定について」は、個人に関する情報であるため、非公開がよ

ろしいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 それでは、非公開といたします。 

                                              

     ○議案第１号 白井市視聴覚ライブラリー設置条例を廃止する条例の制定について 

○市場委員長 議案第１号「白井市視聴覚ライブラリー設置条例を廃止する条例の制定について」説明を

お願いします。 

○大塚生涯学習課長 議案第１号「白井市視聴覚ライブラリー設置条例を廃止する条例の制定につい

て」。白井市視聴覚ライブラリー設置条例を廃止する条例を別紙のとおり制定する。平成２５年１月８

日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 提案理由としましては、本案は、視聴覚教育の振興を図るという、当該条例の所期の目的が達せられ

たことから、白井市視聴覚ライブラリー設置条例を廃止するため、提案するものでございます。 

 白井市視聴覚ライブラリー設置条例を廃止する条例。白井市視聴覚ライブラリー設置条例は、廃止す

る。附則。この条例は、平成２５年４月１日から施行する。視聴覚ライブラリーにつきましては、今ま

でも検討した中で、特に目的を達成したということで、貸し出しも減っているということで、今後につ

きましては、今ある機材、１６ミリ映写機、一番多いのはプロジェクターの貸し出しです。こういうも

のとか、機材、教材につきましては、今後も規定をつくりまして市民なり行政、また市民団体のほうに

貸し出しは続けてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○市場委員長 ただいまの説明について、質問等ございますか。 

○米山教育長 機材はそれぞれ、プロジェクターやなんかは件数が多いと思うので、ライブラリー

のフィルム等の貸し出しは年間で何件くらいありますか。 

○大塚生涯学習課長 教材につきましては、視聴覚資料としまして、１６ミリフィルムが８本の利

用でございます。それとＤＶＤが１個、以上でございます。 

○市場委員長 ほか、ございますか。特にないようですので廃止するということで承認でよろしい

ですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 
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○市場委員長 承認といたします。 

                                              

     ○議案第２号 白井市視聴覚ライブラリー管理運営規則を廃止する規則の制定について 

○市場委員長 議案第２号「白井市視聴覚ライブラリー管理運営規則を廃止する規則の制定について」説

明をお願いします。 

○大塚生涯学習課長 議案第２号「白井市視聴覚ライブラリー管理運営規則を廃止する規則の制定につ

いて」。白井市視聴覚ライブラリー管理運営規則を廃止する規則を別紙のとおり制定する。平成２５年

１月８日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 提案理由としましては、本案は、白井市視聴覚ライブラリー設置条例を廃止することから、併せて、

白井市視聴覚ライブラリー管理運営規則を廃止するため、提案するものでございます。 

 白井市視聴覚ライブラリー管理運営規則を廃止する規則。白井市視聴覚ライブラリー管理運営規則は、

廃止する。附則。この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 先ほどの議案第１号の条例の廃止に伴い規則を廃止するものでございます。 

○市場委員長 質問等ございますか。特にないようですので、設置条例が廃止されたので管理規則

も廃止するということで、承認でよろしいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 承認といたします。 

                                              

     ○議案第３号 白井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

            条例の制定について 

○市場委員長 議案第３号「白井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」説明をお願いします。 

○大塚生涯学習課長 それでは、議案第３号「白井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について」。白井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり制定する。平成２５年１月８日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 提案理由としましては、本案は、学習等供用施設の施設管理において、指定管理者制度移行へのモデ

ルケースとして、市民との協働、地元団体の育成等の観点から、講座運営などの地元団体への一部委託、

職員の雇用形態の変更などを行い、併せて条例の施行を３年間延長するものでございます。 

 白井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。白井市学習等供用施設の

設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。附則第１項中「平成２５年４月１日」を「平

成２８年４月１日」に改める。附則。この条例は、公布の日から施行する。 

 これにつきましては、昨年の１２月の教育委員会議の中で協議として説明させていただきましたけど

も、２５年度から学習等供用施設、冨士センターの職員の配置替え、今までの常勤職員等から、あとで
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予算のところでも説明いたしますけれども、任期付き職員を雇用する配置、もしくは所長職も非常勤特

別職を採用して配置する方向で考えております。それとともに、今まで行ってきました公民館等の講座、

また児童ルーム等の講座等、企画運営を地元の団体等と協働しながら、そこの地域の方々にそういう部

分の企画運営を行っていただくという方向に変えながら、指定管理者制度という条例が生きていますの

で、３年間延長することによりまして、いずれ地元の指定管理ができるような形を考えている中での上

程でございます。 

○市場委員長 ただいまの説明について、質問等ございますか。 

○石垣委員 任期付き職員の採用ということがあったんですけれども、条例は３年間延長という中で、

何年の任期になるんですか。 

○大塚生涯学習課長 短時間の任期付きの職員につきましては、職員の採用を行っているところでござ

います。１年間更新をする配置になります。 

○米山教育長 ３年間延長した、この３年間の根拠というのは、何で３年間なのか。 

○大塚生涯学習課長 毎年この４年間、１年更新をしております。１年間ずつ検討してまいったところ

でございますけども、地域の方々に指定管理をやっていただく中での期間として、ＮＰＯの法人を取っ

ていただくと、そういうような準備期間の中で、やはり１年ではできませんので、３年間を更新するこ

とによって、その中で、３年間いろいろ企画運営をしていただきながら全体を把握していただく、資格

を取っていただくということで、３年間の更新で提案したところでございます。以上です。 

○米山教育長 そうすると、地元の団体が一部委託を受けて事業運営する場合に、法人格を取得するの

におおむね３年間ぐらいが必要だということで考えていいですか。 

○大塚生涯学習課長 そのように考えております。 

○米山教育長 予算的なものなんですが、現状の平成２４年度冨士センターにかかる予算と、地元団体、

任期付き職員を採用して運営する場合の予算、この後、当初予算で説明があると思いますけども、その

比較でいうと、２４年度予算が金額的に幾らで、２５年度が幾らで、財政的な比較を説明してください。 

○大塚生涯学習課長 人件費につきましては、２４年度と比較しまして約６００万円以上の減額となり

ます。それと、このような地元の委託費の部分で、管理運営に係る経費につきましては、それと所長職

の報酬が、今度、管理の部分になりますので、それらを入れますと約２７０万ぐらいの増額になります。

両方合わせまして、全体としては４００万ほどの減額という予算になります。 

○米山教育長 現在は直営なので市民サービス面で住民票等を発行していたんですけど、任期付き職員

になった場合、従来どおりに市民サービスが提供できるか。冨士センターの市民利用の立場からすると、

変更があるのか、ないのか、現状どのようなサービスができるのかについて説明をお願いします。 

○大塚生涯学習課長 出張所につきましては、市民課の業務でございますけども、今現在も常勤職員と

非常勤職員で行っております。２５年度につきましても、任期付き職員は市の職員でございますので、

サービスについてはそのまま存続するということで市民課とは話し合っております。 
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○石垣委員 ３年間かけて地元の団体の育成を図っていくということだと思うんですけれども、そうす

ると、３年後に任期付き職員はどういう位置づけになりますか。 

○大塚生涯学習課長 あくまでも直営として一部委託という形で３年間更新するものでございます。指

定管理者という形で今行っています他のセンターと同様、指定管理者がそれぞれの職員を採用するよう

な形になりますので、あくまでも任期付き職員については市職員でございますので、１年間ずつの更新

で行いますので、その際には、その後の指定管理者の中での職員配置になろうかと思います。 

 なお、短期任期付きの職員につきましては、今現在は、我々職員が退職した後に、そういった場合に

週４日とか、週３日とか、短時間の勤務を希望した場合に、そのような形で働く場所があった場合に採

用する部分でございますので、あくまでも退職された職員で、辞められてから５年間までとか、６５歳

までとか、条例の中で規定がございます。 

○石垣委員 新しい試みなのでいろいろ質問させていただいているんですけれども、指定管理者制度と

直営というのは相反するようなイメージで私はとらえていたので、任期付き職員の方がいらっしゃる、

直営になるということと、指定管理者制度のモデルケースとして団体の育成を図るということが並行し

て走っている、３年後に団体が全部任せられるのであれば、それはわかるんですけれども、３年後も直

営になっているわけですよね。 

○大塚生涯学習課長 説明不足で申しわけございません。３年後に目指している形としては、地元で作

った指定管理者にお願いできればという形で、その間の一部委託でございます。３年後には指定管理者

として育っていただいて、全ての運営をしていただくという形を目指している内容でございます。 

○石亀委員 ３年後に議会にまたかけるということですよね。今まで議会で反対されてきて、こういう

形になったと思うんですけども、議会の方へ判断されるという部分、こちらで提案すると思うんですが、

そういう形になるような検討をしているということで、３年間育てて、３年後に結果を出して、議会に   

提案するという流れで考えていいですか。 

○大塚生涯学習課長 今現在、学習等供用施設の設置管理条例につきましては、指定管理でいくという

形で議決されています。それを毎年１年間ずつ附則を改正しまして直営で行っているところです。なぜ

そうなっているかといいますと、冨士センターの部分の指定管理者の議案を出したところ、３回否決に

なって今に至っているというのが現状でございます。今回の３年間の延長が議会で可決された場合は、

３年後に指定管理者の議案として議会に提案する形になると思います。以上です。 

○米山教育長 補足しますと、指定管理者制度の導入は可決しております。その運営する指定管理者に

ついて否決されています。運営する業者なり団体が否決されているので、一時的に、１年更新で、直営

で管理運営をしてきました。地域住民が自らの館を自ら運営するのは議会の意向としても賛成であると

いうことで、今後３年間の中で、一部委託する団体にそこで勉強してもらうのと、冨士センターについ

て全体を把握してもらう。また法人格を持っていませんので、契約ができませんので、例えばＮＰＯ等

の法人格を取得するのには、おおむね２年間ぐらいの実績が必要であろうということで、２年間の中で
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実績をつくっていただいて、その実績に基づいて法人格の取得を３年目に行う。指定管理者制度は可決

されているので、団体が法人格を持った段階で指定管理者としての契約ができればということで、おお

むね３年間、経験を積んでもらう、把握をしてもらう、同時に法人格を取得するための実績を積んでも

らう。３年間については市の直営であるけれども、その業務の一部を委託するということで地域の団体

等に委託をしていきたいということで考えています。以上です。 

○石亀委員 この委託するという地元の団体というのは、今決まっているんですか。 

○大塚生涯学習課長 まだ決まっていません。 

○石垣委員 ほかの館では指定管理者は一般公募ということで、審査を経て、議会にかけて委託すると

いう形でしたけれども、そこのところは変わってくるんですか。 

○大塚生涯学習課長 学習等供用施設につきましては、モデルケースとして、このようなやり方で進め

させていただきたいと考えています。ほかの指定管理につきましては３年なりの更新で公募して行って

おります。また、社会福祉協議会やシルバー人材センターのように１社随契というケースもございます。

地元の管理について検討を始めたところでございますので、この施設については今後精査した中で、メ

リット、デメリットを整理しまして、方向を詰めていくということで、モデルケースとして進めていき

たいというような考え方でございます。以上です。 

○石亀委員 このモデルケースになる地元の団体というのは、公募で選定して育てていく形になるのか、

こちらのほうでお願いしたい団体というのを選んで、その団体を育てていく形なのか。 

○米山教育長 公募は考えておりません。自分達で管理したいという人達の集まりで、準備委員会的な

もので話し合いが持たれています。冨士地区の人とか、地区社協の人であるとか。その人達が何人か集

まって、自分達で今後管理運営をしていきたいということです。 

○石亀委員 地元から自主的に立ち上がった団体があって、それを助けていく形で育てると。 

○米山教育長 地区社協が設立されて、外部で建物を借りて地区社協の事務所にしたいという話があっ

たときに、教育委員会のほうで、冨士センターのホールを地区社協の事務所としてどうですかという話

を何年前かにして、今冨士センターに地区社協が入っています。地区社協だけでは、社会教育関係の問

題もあるのでいろんな方達が入って、地域の館であるので、地域の館として管理運営をしていきたいと

いうことで、今準備委員会みたいなものをつくって話し合いをされています。 

 地域の人達が集まった団体が指定管理者としてセンターを運営していくという形に３年間かけてやっ

ていこうというのが、今回の指定管理者制度を一部委託していくという提案になっています。 

○石垣委員 一般的に、ほかの館の指定管理者を選定するときには、市の財産を委ねるわけですから、

向こう３年間とか、財政的に体力があるかどうかといったようなこととかを審査していくわけなんです

よね。そうなってきたときに、３年間、法人格を取得するために育ててきた団体がそのまま移行してい

く、４年目に入っていく中で、向こう３年間の運営を続けられるかどうかというのを見きわめなくては

いけないじゃないかなと思いますけれど、その辺はどうなんでしょうか。 
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○米山教育長 ３年間は市の直営です。指定管理者ではなく一部を委託します。どういう団体になるか

わかりませんけど、一部委託する団体等が、財源的な裏付けとか、経営者としてどうなのかというのは

一切関与しなくて、市のほうで委託する部分についてをきちんとやっていただく。指定管理者としてふ

さわしいかどうかは、３年後に、公募するのか、また、せっかく育てた団体なので、その１者で議会の

ほうに提案するか、３年後、その方達の運営の方法、管理能力の面、その辺を見て判断をしていくとい

うことで、今回は直営で一部を委託するという提案になります。 

○石亀委員 ３年後にうまくいくかどうかというのは、３年後にならないとわからないということだと

思いますが、今まで否決されてきた中に、地元のそういう団体もなかったんだと思うんですけども、そ

ういう団体を育てなくていいのかという声がやっぱりあったというふうに覚えていますので、議会から

の声を形にしていく、そういう形にしていこうということで提案がされているということですね。 

○米山教育長 提案理由に書いてある、指定管理者制度移行へのモデルケースとして、市民との協働、

地元団体の育成を含めて３年間を直営にして、業務の一部を委託するというのが今回の提案になります。

○市場委員長 これがモデルケースとして成果が上がったら、冨士センター以外の指定管理についても、

このような方向に方針を変えるというか、そういうふうな流れをつくりたいという気持ちもあるんでし

ょうか。 

○米山教育長 確かにそういう考え方もあります。ただ、今回の冨士地区のように、地域で、自分達で

管理運営していきたいというような盛り上がりがあるかどうか。そういう動きがあった場合については、

協議をしていきたいというように思っています。 

○市場委員長 ほかありませんか。承認でよろしいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 承認といたします。 

                                              

     ○議案第４号 平成２５年度教育費当初予算について 

○市場委員長 議案第４号「平成２５年度教育費当初予算について」説明をお願いします。 

○清水教育部長 議案第４号「平成２５年度教育費当初予算について」。白井市教育委員会は、平成２

５年度教育費当初予算について、別紙のとおり市長に申し出る。平成２５年１月８日提出。白井市教育

委員会教育長 米山一幸。 

 平成２５年度教育費全体の当初予算要求額は２９億３,５３５万９,０００円、前年度に比較しまして

２,４６８万４,０００円の増額でございます。１％の増加となっております。市の財政事情は引き続き

大変に厳しく、毎年、財政需要は膨らみ、支出も増加している中で、市の予算編成方針としてゼロシー

リング、事業のスクラップ・アンド・ビルド、事業の先送りなど打ち出されております。このような中

で、教育委員会は、学校関係予算、市民サービス等に支障、低下を招かないような予算を編成し、要求

いたしました。なお、予算の内容につきましては、本日午後に示されることになっております。 



 9 

 まず、教育総務課分でございますが、前年度に比較しまして３１３万３,０００円、０.３％減の１２

億４４６万５,０００円です。学校教育課分は、前年度に比較しまして３,７７８万８,０００円、８.５

％増の４億８,２３８万７,０００円です。教育センター室は、前年度に比較しまして８万８,０００円、

０.２％増の５,３９１万４,０００円でございます。生涯学習課分は、前年度に比較しまして１,９７８

万９,０００円、６.１％減の３億４３２万５,０００円です。冨士センターは、７３４，０００円の増

で３，５３９万３，０００円です。文化センターは、前年度に比較しまして１,７９８万１,０００円、

５.１％増の３億７,２３７万１,０００円です。 

 続きまして、特別会計の学校給食共同調理場は、前年度に比較しまして４２８万４,０００円、０.９

％減の４億８,０２１万３,０００円となってございます。詳細につきましては、各課長よりご説明申し

上げます。 

○伊藤教育部参事 教育委員会運営に要する経費、前年度比２９万６,０００円の増額となっておりま

すが、教育委員会議の際の録音機の購入を予定しているものでございます。 

 一般職員人件費は、教育総務課、学校教育課、教育センター室の職員の人件費ですが、現員現給で見

積もったものでございます。 

 教育総務事務に要する経費、４３万円の増となりますが、隔年発行の教育パンフレットの作成と旧平

塚分校、教職員住宅の樹木の剪定が増えたことによるものです。 

 教育施設基金管理に関する経費は、２４年度に基金の整理統合を行いまして、教育委員会で管理すべ

き基金はなくなったことによるものです。 

 教育資金利子補給事業は、教育資金の融資を受けた際の利子の一部を補給するもので、３３万８,０

００円の減額となりますが、２４年度の実績をもとに見積もりました。 

 小学校管理運営に要する経費、８１万円の増額となりますが、電気料金の値上げに伴う光熱水費の増

額、並びに印刷機等の更新で業者が変わったことにより賃借料の減額などがありました。 

 小学校施設整備に要する経費、２,３５３万６,０００円の増額となります。これは建物本体の耐震化

を現在図っているところでございますが、３.１１の大地震の後、非構造部材の耐震化といいまして、

天井、照明器具、外壁の外装材、家具の倒壊等の非構造部材の耐震化を図っていく必要があることから、

新たに小学校で非構造部材の耐震化のための調査委託とバスケットゴールの耐震化とあわせた不良箇所

の改修工事を行うものでございます。放射能対策事業に要する経費は、職員の時間外勤務手当でござい

ますが、除染工事が一段落したことにより計上は見合わせました。 

 小学校教材整備に要する経費につきましては、３３万８,０００円の減となっておりますが、２４年

度は必要な備品が多かったことによるものでございます。なお、新たに各学校に図書室に新聞を備える

予算を計上してございます。 

 小学校施設取得事業に要する経費、８,７３４万２,０００円につきましては、立替施工といいまして、

企業庁、ＵＲが建設した学校の建設代金の元利償還金でございます。 
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 小学校施設改修事業、４億７,１１２万３,０００円は、七次台小学校の老朽化対策改修工事及びその

工事の管理委託料と、平成２７年度に耐震改修工事を予定しております南山小学校の基本設計及び平成

２６年度に耐震改修工事を行います第一小学校の実施設計業務委託料を計上しております。 

 小学校校舎増築事業、１,７０５万２,０００円につきましては、第三小学校の児童増に伴います校舎

増築の実施設計を計上しております。 

 続きまして、中学校管理運営に要する経費、前年度比１２３万８,０００円の減額となりますが、こ

れにつきましては、七次台中学校のシルバー人材センターによります砂じん防止のための水撒きにつき

ましては、現在実施している砂じん防止工事が完了することにより取りやめるものでございます。 

 中学校施設整備事業に要する経費、４８９万４,０００円の減額となりますが、主なものでは、現在、

特別教室に扇風機を設置しているところでございますが、設置する教室が尐なくなってきたことと、桜

台中学校の放送設備が壊れたことにより、放送設備を更新するための予算を計上しているところでござ

います。放射能対策事業に要する経費は、小学校と同じく職員の時間外勤務手当です。 

○清水教育部長 学校教育事務に要する経費でございますが、これにつきましては、教育号の燃料費や

車検等の点検費用となっております。次に、学校給食施設基金管理に要する経費については、基金の統

廃合等の見直しに伴い、公共施設設備保全基金に統合されたため、廃止となったものです。 

 私立幼稚園振興事業については、前年度比３５８万４,０００円の増額となっております。主な理由

につきましては、私立幼稚園就園奨励費補助金の補助単価の増額によるものでございます。 

 学校図書館運営に要する経費については、前年度比１,２７０万円の増額となっております。主な理

由については、中学校５校に配置していた学校図書館利用指導員を廃止し、各教科とより密接した読書

活動を推進するため、小中学校全１４校に読書活動推進補助教員を配置するためです。 

 放射能対策事業に要する経費については、福島第一原子力発電所を原因とする放射線対策について、

飲料水の放射線量測定や学校プール水の放射線特定委託等に伴う予算で、８９万円を計上してございま

す。補助教員配置事業については、前年度比１９８万５,０００円の減額となっております。主な理由

については、学校補助教員及び尐人数指導等補助教員の減員など、補助教員等の人数及び勤務時間数を

精査したことにより減額となったものです。 

 特色ある学校づくり支援事業については、前年度と同額でございます。 

 教育の情報化推進事業については、対前年度比９７４万７,０００円の増額となっております。主な

理由については、パソコン、プリンター、サーバ等の修繕量の減額や、情報コンサルティング委託料の

減額等があったものの、２５年度に小学校９校のパソコン教室のパソコンの入れ替えや教職員のパソコ

ン、プリンターの一部について入れ替えを行うため増額となったものです。 

 特別支援教育事業については、前年度比６４万９,０００円の増額となっております。主な理由につ

いては、特別支援学級介助員を１名増員することによるものです。 

 学校運営支援事業については、前年度比４５０万５,０００円の増額となっております。主な理由に
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ついては、学校運営全般の支援・助言を行うための学校支援アドバイザー２名を配置することによるも

のです。学校安全対策事業については、前年度比３５万３,０００円の増額となっております。主な理

由については、交通安全啓発物資購入費の増額や通学区域変更に伴う七次台小学校の通学路の安全対策

を図るため、通学路整備工事費を計上したことによるものです。 

 開かれた学校づくり事業については、学校評議員の報酬や部活動外部指導者の報償費ですが、前年度

とほぼ同額でございます。学校保健推進事業については、前年度比２９万円の減額となっております。

主な理由については、健康診断の記録用紙の統合などによるものです。 

 次に、一般職員人件費につきましては、小学校用務員９名分の人件費となっております。 

 要保護準要保護児童就学援助に要する経費については、前年度とほぼ同額でございます。 

 小学校特別支援教育就学援助に要する経費については、２７万８,０００円の増額となっております。

主な理由については、該当事業が増加していることによるものです。 

 一般職員人件費については、中学校用務員の５人分の人件費となっております。 

 要保護準要保護生徒就学援助に要する経費については、中学校分ですが、前年度とほぼ同額でござい

ます。桜台小中学校給食運営事業については、前年度とほぼ同額でございます。 

 学校給食共同調理場老朽化対策事業については、学校給食共同調理場の老朽化による移転、建替えの

方法を検討するため、立替手法検討業務委託料及び基本計画策定業務委託料の予算として９４９万円を

計上するものです。 

 教育センター室総務事務に要する経費につきましては、前年度と同額でございます。 

 ひだまり館の維持管理に要する経費については、前年度とほぼ同額ですが、ガス、電気料等公共料金

の基本料金の値上がりにより、２１万円の増額となっております。 

 ＡＬＴ招致・配置事業については、前年度と同額でございます。 

 子どもの実態把握のための調査研究事業については、千葉県標準学力検査に伴う経費やスポーツテス

ト、集計・分析に係る経費ですが、前年度とほぼ同額でございます。 

 推進モデル校指定事業については、主に学級経営診断、いわゆるＱ－Ｕに伴う経費ですが、前年度と

ほぼ同額でございます。教職員研修事業については、教職員の研修に伴う講師謝礼等の経費ですが、前

年度とほぼ同額でございます。教育相談事業につきましては、教育相談員の報酬とスクールカウンセラ

ー情報共有会議謝礼金ですが、前年度と同額でございます。 

 適応指導教室事業については、適応教室指導運営に係る指導員報酬や消耗品費などで、前年度とほぼ

同額でございます。青尐年国際交流事業については、青尐年海外派遣等補助金で、前年度と同額でござ

います。以上です。 

○大塚生涯学習課長 それでは、生涯学習課の関係の予算を説明させていただきます。複合センター施

設の維持管理に要する経費につきましては、前年度比１８８万円の減でございます。減の理由につきま

しては、白井駅前センターなどの自動火災報知器設備改修工事の終了などによるものでございまして、
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建物３つの、西白井複合センター、白井駅前センター、桜台センター等の修繕などでございます。 

 続きまして、社会教育総務費の一般職員人件費につきましては、前年度比５６０万円の減でございま

す。合計１３人の職員の人件費で、現員現給によるものでございます。 

 社会教育総務事務に要する経費につきましては、前年度比３４万３,０００円の減でございます。主

な理由としましては、子ども１１０番のステッカーの購入がなくなったことなどによるものでございま

す。次に、ニート・ひきこもり対策事業に要する経費につきましては、前年度比１万円の減でございま

す。減の主な理由としましては、相談会開催時の保険料の減によるものでございます。 

 家庭教育事業につきましては、前年度比２３万１,０００円の減額でございます。主な理由としまし

ては、家庭教育資料ＣＤ－ＲＯＭ作成費、２４年につくりましたので、在庫により対応するための減で

ございます。立春式事業につきましては、前年度比９,０００円の増です。中学２年生の人数の１５人

の増によるものでございます。青尐年野外活動事業につきましては、前年度比１０万５,０００円の増

でございます。増の主な理由としましては、ボランティア不足がありますので、大学生のボランティア

の新規参加に伴う謝礼分の増額によるものでございます。 

 成人式事業につきましては、前年度比１万８,０００円の減でございます。これにつきましては、成

人式記念写真代の減によるものでございます。 

 子どもワンパク大会事業につきましては、前年度と同額でございます。 

 青尐年相談員活動支援事業につきましては、前年度比４６万５,０００円の増でございます。増額の

主な理由としましては、今年の３月３１日で３年間の任期が終わりますので３年間の委嘱替えがござい

ます。委嘱替えに伴うユニフォーム等の作成などによるものでございます。 

 放課後子どもプラン事業につきましては、前年度比８万７,０００円の減でございます。主な理由と

しましては、会議実施日の見直しなどによるものでございます。 

 白井市民大学校事業につきましては、前年度比６,０００円の減でございます。消耗品費の購入の減

によるものでございます。 

 初心者のパソコン講座事業につきましては、前年度比３,０００円の減でございます。機器修繕料の

減によるものでございます。公民館費、公民館の総括事務に要する経費につきましては、前年度比６万

４,０００円の増でございます。主な理由としましては、この２年間の委員の委嘱替えに伴う会議開催

日の増によるものでございます。公民館管理運営事業につきましては、前年度比４８万７,０００円の

増でございます。主な理由としましては、桜台センターの音響設備更新による、備品購入によるもので

ございます。視聴覚ライブラリー費、視聴覚ライブラリー管理運営に要する経費につきましては、前年

度比２３万６,０００円の増でございます。機材、プロジェクター等の増設によるものでございます。 

 青尐年女性センター管理運営事業につきましては、前年度比１,２０３万４,０００円の減でございま

す。これはセンターの指定管理の管理形態変更によりまして指定管理料の、福祉センターのほうで全体

的のほうをもちまして、青尐年女性センターにつきましては事業費分にしたためによる減額でございま
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す。次に、保健体育総務費、一般職員人件費につきましては、前年度比２０６万３,０００円の減でご

ざいます。スポーツ振興班５人分の人件費で、現員現給による減額でございます。 

 スポーツ振興事務に要する経費につきましては、前年度比２８万円の増でございます。主な理由とし

ましては、スポーツ振興基金の助成金を活用してスプリングマットや竹馬など、消耗品を購入するため

によるものでございます。スポーツ推進活動に要する経費につきましては、前年度比４３万３,０００

円の増でございます。スポーツ推進委員３０人の報酬や補助金などの分でございます。増額の主な理由

としましては、スポーツ推進員６人の増員に伴う報酬等の増や、ジャージ等の購入費に要するものでご

ざいます。各種大会開催事業につきましては、前年度比５８万３,０００円の減でございます。主な理

由としましては、郡市民体育大会等の備品購入費等の減によるものでございます。 

 スポーツ指導者の養成・活用事業につきましては、前年度と同額でございます。 

 学校体育施設開放事業につきましては、前年度比１２４万４,０００円の増でございます。主な理由

としましては、学校プール開放管理業務委託料の増によるものでございます。 

 社会体育施設管理運営事業につきましては、前年度比１,３９４万６,０００円の増でございます。主

な理由としましては、テニスコート施設工事費等によるものでございます。 

 総合型地域スポーツクラブ支援事業につきましては、前年度比１４５万２,０００円の増でございま

す。主なものとしましては、平成２５年度から白井中学校区の総合型スポーツクラブの立ち上げに向け

て育成事業の補助金などによるものでございます。 

 放射能対策事業に要する経費につきましては、前年度比２１万９,０００円の減でございます。職員

の時間外勤務手当の減によるものでございます。保健体育費の体育施設費でございますけども、白井運

動公園管理運営事業につきましては、前年度比１,４１９万８,０００円の減でございます。主な理由と

しましては、陸上競技用の備品購入費の減などによるものでございます。 

 市民プール管理運営事業につきましては、前年度比１２３万５,０００円の減でございます。主な理

由としましては、修繕費などの減によるものでございます。 

 学習等供用施設費、一般職員人件費につきましては、前年度比６６４万９,０００円の減でございま

す。職員の配置替えに伴うものでございます。所長職につきまして、次の項目のほうの管理運営に要す

る経費に加えているものでございますので、それらに伴う減額でございます。 

 冨士センター管理運営に要する経費につきましては、前年度比２６８万２,０００円の増額です。臨

時職員の賃金や委託料、維持管理及び２５年度から、公民館や児童ルーム等の講座の企画にかかわる委

託料及び先ほどの所長職としての、そこに非常勤特別職を配置するための報酬などの部分による経費の

増となります。以上です。 

○秋本文化課長 文化財審議会委員に要する経費ですが、こちらは主に文化財審議会委員８名の報酬費

でございます。年２回の会議と、昨年実施の視察経費を計上してございます。前年度と比べまして、ほ

ぼ同格でございます。 
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 文化を支える人材育成事業ですが、こちらは２３年度から始めた事業で、正しい文化の理解普及と振

興並びに文化の高揚を高めるため、コミュニケーションで人々を結び、あるいは新たな地域資源を生み

出す文化創造者としての人材を開発することを目的としております。主なものは、講演会を行う経費で

ございます。前年と比べまして、ほぼ同額でございます。 

 市民文化祭開催事業費ですが、こちらは主に１１月開催予定の市民文化祭事業となっております。前

年と比べまして２３万９,０００円の減額になっております。主なものは、２４年度に事業仕分けを受

けまして、市民の自主独立化を目指すということで、文化祭の記念品等の減額等によるものでございま

す。市史編さん事業ですが、こちらは主に市史編さんに関する協議会加盟費用と職員研修費用でござい

ます。前年度と同額でございます。文化財ガイド作成事業ですが、昨年と比べて４９万７,０００円の

増額でございます。平成２５年度は古文書調査の重点化を行うことから、古文書調査員謝礼で増額にな

っております。６番目の文化財保存・周知事業ですが、昨年滝田家住宅が７５万６,０００円ほどの環

境整備事業があったんですが、それらがなくなりましたことから、全体で３０万２,０００円の減額に

なっております。主な事業ですが、市内の国県指定文化財所有者への維持管理に対する報償金及び補助

金の交付、また指定文化財の説明看板設置が主でございます。 

 埋蔵文化財・文化財の記録・保護事業でございますが、こちらは主に住宅等の開発行為などに伴う埋

蔵文化財調査の委託費用で、前年度と比べまして同額でございます。 

 文化センター費でございます。一般職員人件費ですが、前年に比べまして１,０３８万９,０００円の

増額でございます。現員現給によるものでございます。現在１６名でございます。 

 文化センター管理運営に要する経費ですが、前年に比べまして１,４１９万９,０００円の増額になっ

ております。主な要因につきましては、車椅子用トイレ自動扉５カ所が年数の経年劣化によりまして、

維持管理及び安全面からドアエンジンコントローラーの交換、補助センサーの設置が必要ということか

ら、１１１万９,００００円ほど入れさせていただきます。その他の修繕が、平成２４年は管財契約課

で修繕費を盛っておりましたが、２５年度からは文化センターのほうに修繕費という部分で予算を組み

換えるということで、２００万ほど増えております。需用費でございますが、光熱水費、電気料金及び

ガス料金の値上げに伴い増額するものでございます。それと空調用中央監視装置の賃借料ということで、

２４年１０月から５年間の長期契約締結をした空調用中央監視装置の賃借料が２４年度は６カ月分でし

たが、２５年度は１２カ月分ということで増えております。最後の空調用自動制御装置修繕工事という

ことで、経年劣化により交換修理が必要になるということで計上してございます。 

 図書館サービス推進事業ですが、こちらは図書館協議会委員の報酬、非常勤職員賃金、図書館連絡者

業務、図書電算用目録作成委託料などがございます。昨年に比べまして２９５万５,０００円の減額と

なっておりますが、内訳の中で増額になったものが、図書館協議会の開催回数が２回から３回になった

ことで増額、それから、乳幼児用推薦図書リストの作成のための増額があります。 

プラネタリウム館運営事業でございますが、昨年に比べまして１１７万４,０００円の増額です。主
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なものは、運営協議会委員の報償から報酬への変更により増額になっています。これは昨年、審議会の

見直し等により、審議会委員さんが要綱だったものが条例化されたということで、報償から報酬に変わ

っていることで増えております。文化会館管理運営に要する経費でございます。こちらにつきましては、

運営協議会委員報償、音響、照明、オペレーター委託、機械器具賃借料や音響、照明、舞台施設などの

保守点検委託料と録音機器の賃借料が主なものでございます。これにつきましては、前年度の予算と比

較しまして３８１万９,０００円の減額になっております。 

 文化会館自主事業運営事業ですが、こちらは文化会館で実施する実施事業の運営に伴う印刷経費、広

告料、手数料などでございます。前年に比べまして、ほぼ同額でございます。以上です。 

○清水教育部長 学校給食共同調理場事業特別会計についてご説明します。一般職員人件費につきまし

ては、職員３名の給与、共済費と人件費でございます。給食運営委員会運営に要する経費については、

運営委員１０人の報酬等で、１３万３,０００円の減額となっております。 

 施設維持管理に要する経費につきましては、前年度比３９万円の増額となっております。主な理由に

つきましては、ガス漏れ火災警報装置設備の修繕を実施することによるものです。 

 給食総務事務に要する経費につきましては、臨時職員の賃金や栄養管理システムソフト賃貸借料、退

職管理システムソフト賃貸借料などで、前年度とほぼ同額です。 

 教育事業に要する経費につきましては、調理場運営に係る給食物資、調理業務委託、備品購入費など

の経費ですが、前年度比５６９万５,０００円の減額となっております。主な理由につきましては、電

気使用料金を実績に基づいて精査したことによるものです。 

 最後になりますが、予備費につきましては、前年度と同額でございます。以上です。 

○市場委員長 各課から説明があったわけですが、これについて質問等ございますか。 

○米山教育長 文化課、要綱が条例に変わって報償が報酬に変わったから額が上がっているというのは、

どういう意味ですか。 

○秋本文化課長 例えば郷土資料館の運営協議会が今まであったのが、それらも含めて文化会館の運営

協議会、幾つかございますが、例えば今の郷土資料館ですと４万６,０００円が増えております。前は

報償費でしたので、それが今度は報酬になったことによりまして単価が上がっています。今回該当した

ところが、文化会館運営協議会、郷土資料館運営協議会、プラネタリウム館運営協議会と文化センター

運営協議会、うちの課ではこの４つが該当しております。報酬審議会にはかけてないんだそうですが、

報償がたしか４,０００円か４,４００円くらいの単価だったんですが、今度、報酬に変えて、会長７,

３００円、委員６,６００円ということで、そちらに移行しているということで増えております。 

○米山教育長 文化課だけじゃなくて、全課がそうなっているんですね。単価が変わっていると。たま

たま文化課が出てきたからで、市長部局も含めてということですね。 

○秋本文化課長 そうです。前の教育委員会会議でも諮りましたが、給食共同調理場運営委員とか、白

井市勤労青尐年ホーム運営委員とか、市長部局もあります。 
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○髙城委員 教育総務課なんですけれども、図書室用新聞というのは、どのような新聞を購入するんで

しょうか。 

○伊藤教育部参事 予算要求時におきましては、一般紙を想定して予算要求をしているところでござい

ますけども、大手新聞におきましても、子ども新聞だとか、そういう新聞もありますので、具体的な新

聞につきましては、新年度に入りまして、各学校のほうにお任せしようと思っております。 

○米山教育長 電気代ですが、当初予算同士の比較になっているが、電気料金が値上がりに伴って、途

中で補正したと思うんだけど。ひだまり館は増額になっているし、学校の場合、若干多めに予算要求し

てあったから、来年度との比較でおおむね大丈夫なんだろうけど、電気料金の値上げの幅を考えると、

その辺は、上乗せ分を見て予算要求をしたということで考えていいんでしょうか。 

○伊藤教育部参事 確かに２４年９月から電気料金が値上がりされておりますけども、予算要求につき

ましては、電気の値上げ分を見て予算計上してあります。 

○市場委員長 小学校施設整備に要する経費で、バスケットゴール不良箇所改修とありますね。金額が

学校によって全然違うんですが、これは壊れた箇所が違うのか、壊れ方が大きいのか。 

○伊藤教育部参事 新年度、バスケットゴールの改修を予定しているわけなんですけども、各学校、壊

れ方といいますか、改修の内容も変わってきます。 

○市場委員長 それから、プラネタリウム関係で、「賃金（夏休みや幼児・老人等団体投映対応分）」

とありますが、これは事業仕分けで、たしか夏休みを活用したらとか、年配者を巻き込んだらとか、そ

ういう意見があったんですが、事業仕分けを反映しているなと思ったんですが、その辺、どうですか。 

○秋本文化課長 そうです。 

○米山教育長 １つ気になるのが、図書館の読書活動推進補助教員の雇用、これは補助教員を入れて学

校図書の活用を含めたことをやってもらうということで、これは事業であるにもかかわらず実施計画の

位置づけがなかったので、これは実施計画の位置づけをどこかでしなければいけないと思うので、方法

を考えておいてください。読書活動推進補助教員雇用で、図書館利用指導員のところが実施計画に入っ

ているのであれば、そのまま置き換えではないんだけど、補助教員も入っているであろうから、補助教

員の中に含めて実施計画の範囲内だと考えるか。当初予算で、実施計画にあるものとないものをもう一

回精査してください。それと、歳入については、今回、提案はされてないんですけど、やっときょう内

示がきたばかりなので、次回、教育委員会議の中で歳入についても報告していきたいというように思い

ます。 

 それと、交付金と地方交付税を議会の中でも理解をしているのかどうかというのが若干わからないと

ころがあって、新聞を買えば、そのまま交付金できてしまうというような内容があったんですけども、

これは地方交付税の中の算定をされるというだけで、丸々その額がくるとは限らないので。交付金と交

付税の違いがあります。新聞を買った分が４２万４,０００円、丸々、国からくるというものではない。

新聞を出された議員もいますけども、図書館の交付金分をほかの部分に使っているようなことが出てい
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ましたけども、交付税と交付金は違うので、教育委員会議の中でも、財政課の職員を呼んで、交付税と

交付金の違いを説明してもらったいいかなというふうに思っています。新聞であるとか、図書活動推進

補助教員の雇用、これは丸々、国から交付金としてはきません。交付税の算定に入るというだけで、３

％くるのか、１０％くるのか、交付税自体が全体の予算の中で占める割合も全然違いますので、急にこ

れを入れたから、この分の交付税が増えるかというと、そういうものではありません。 

○市場委員長 承認ということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 承認といたします。 

                                              

非公開案件   ○報告第１号 準要保護児童・生徒の認定について 

                                              

     ○その他 

○市場委員長 その他、ありましたらお願いします。 

○清水教育部長 先ほど教育長の報告の中にも出てきましたけども、通学区域審議会が１２月２０日に開

催されました。その概要についてご報告いたします。会議の議題は、通学区域変更に伴う通学路の安全対

策の進捗状況についてということで、開催させていただきました。 

 現在の通学区域審議会委員は１０名、２３年１月２５日から２年間ということで委嘱しておりましたの

で、１月２４日まで委員でございます。ＰＴＡの会長さんにつきましては、学校で年によって変わります

ので、変わった場合には委嘱をし直すという状況でございます。２３年１月２５日という日から始まって

いますので、平成２２年度末の２３年１月２５日から３月までに３回この審議会を実施しまして、大山口

小学校区の通学区域の見直しについて諮問しまして、答申を得たものでございます。２２年度末の３回の

審議で、西白井３、４丁目を七次台小学校区に変更するということが答申されまして、教育委員会議に寄

せられて、正式に２５年度から学校を変更しましょうということを決定したものでございます。その際に

特例を設けたことと、通学路の安全対策を実施することということで、付帯事項がついておりましたので、

答申は得ましたけれども、２３年度に１回審議会を開いて、その通学路の安全対策の状況について説明を

させていただくとともに、白井市内の全体の学区についてご説明をさせていただいたところです。今回、

２４年度も１回開催させていただいて、２５年度を迎えるにあたって、通学路の安全がどのように確保さ

れたかといったものを委員の皆様にご説明をさせていただきました。 

 次のページをご覧ください。２ページです。これは通学区域審議会に関する規則ですので、３ページの

ほうを今回説明させていただいたものです。簡単に見ていただきますと、まず①とありますけれども、平

成２３年３月２日付け「白井市通学区域の一部変更について（答申）」において、付帯決議のあった登下

校時の安全性の確保に関する事項は次のとおりですということで、６点、そこで付帯決議があったものを

会議で確認をさせていただきました。後ほどの説明と重なりますので、内容についてはお読みください。 
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 ②でございます。本年４月以降、全国で登下校中の児童生徒の交通事故が相次いでいる中、「学校の通

学路の安全確保について」学校、警察、道路管理者等が連携・協働し、また都道府県知事及び市町村長、

教育委員会や関係機関が協働して、通学路の安全点検や安全確保を図ることが求められています。本市に

おける七次台小学校区の緊急合同点検の結果概要については、次のとおりですということで、６点ご報告

させていただきました。 

 １点目が、風間街道から県道西白井停車場線に抜ける市道（百合ヶ丘団地付近）は、多数の児童（２０

０名以上）が登下校に利用しているが、道幅が狭く、また、団地内から通学路に出てくる車が多い。 

 ２点目、西白井４丁目・富塚鳥見神社側から風間街道までの市道は、道幅が狭く曲がりくねっているた

め見通しが悪い。３点目、西白井３丁目からクレイドールガーデン西白井までの市道は、道幅が狭く交通

量が多い。４点目、根の風間街道については、歩道が狭く交通量が多い。 

 ５点目、根の白井幼稚園前の信号は、歩行者の青信号の時間が短く、幼稚園向かい側に電柱があるため

通りにくい。６点目、西白井の中央の市道（国道１６号線から４６４号線へ抜ける道）は、車がスピード

を出している。こういったことが合同点検で指摘を受けたところです。 

 ４ページをご覧ください。前のページの通学審議会からの答申及び通学路の緊急合同点検の結果等を踏

まえ、通学路の安全対策に取り組んでいる事項、進捗状況は次のとおりとなっていますというところで、

そこに地図を出してありますけども、それで説明をしていきました。 

 ①番、風間街道の３丁目の交差点です。押しボタン式信号機の設置及び横断歩道を整備しました。これ

はもう完了しています。②番、セーブオンのところです。信号機の設置を印西警察署に要望しています。

これはまだ実現できていません。要望中でございます。③番、鳥見神社側のところ、３丁目と４丁目の間

を上がってきたところの畑のところです。児童生徒用の歩行路（３メートル幅）として舗装整備し、併せ

て外灯を設置します。参考、図１でありますけども、参考は、７ページをご覧ください。そこを拡大した

部分です。まず左側、３丁目、４丁目を上がってきたところの突き当たりで道がとまっていますけども、

そこから畑になっています。本来は１２メートル道路になるわけです。一番左下のところに標準断面図

（Ａ工区）というのがございます。左右に１２メートルとなって、６メートル、６メートルで、最終的に

は１２メートルになるんですけども、そのうちの３メートル部分だけ簡易舗装をしまして、子どもを通れ

るようにする。Ａ区間終わった後、左折しましてＢ工区のほうを見ていただきますと、その断面図が右上

に出ています。Ｂ工区。おおむね３メートルの赤道になっているんですけども、その３メートルの赤道の

うち、２メートル部分を簡易舗装して子ども達が歩けるようにしますというものでございます。 

 先ほどの４ページに戻っていただきたいと思います。それが③、④の部分です。④がＢ工区の部分です。

２メートル幅として舗装整備し、併せて外灯を整備します。これにつきましては、１２月議会で補正が通

りましたので、今年度中に仕上がる予定となっております。⑤番、風間街道を出たところです。桜ケ丘の

団地の入り口のところに⑤という数字があります。風間街道歩道（白井幼稚園側）に防護柵を設置します。

その防護柵の設置につきましては、参考で図面２とあります。９ページをご覧ください。９ページの左上
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に平面図がございます。白井幼稚園が確認できると、位置がわかるかと思います。３丁目側の新しい信号

機のところから白井幼稚園の前の押しボタン式のところまでが左側の点線で、下の部分ですね、図があり

ますけども、そこをあらわしています。白井幼稚園の前から４丁目側のほうに、鳥見神社のほうから出て

くる道のところまでが右側の点線の部分と思っていただければと思います。その部分に、一番の構造物と

いうのがございます。横断防止柵の正面から見た図でございます。縦にポールが立っていて、横にポール

が３本ある、そういう防護柵になります。右上にあるのが、それの断面図です。歩道の一番道路側のとこ

ろにポールを埋め込みまして、道路側に子ども達が落ちないようにするという柵の図でございます。それ

が左右に設置をしていくというものでございます。それが⑤の部分でございます。 

 ４ページ、５ページに戻ってください。⑤の部分が先ほどの右側の部分で、⑥、⑦の部分が諏訪神社側

ですので、先ほどの左側の図面になります。これも１２月議会で予算が通りましたので、今年度中に完成

する予定で道路課さんのほうで動いています。⑧、これは百合ヶ丘団地のところです。スクールゾーンと

して登校時間帯に交通規制をかけるよう警察と協議しております。また、外側線及び緑の路面表示により、

歩行スペース（１メートルから１.４メートル幅）を確保するということで、これもまだ完全に申請しき

れていない部分があります。標識を立てる部分が私道に入りますので、その私道のほうの持ち主さん、そ

の方達が全てオーケーしていただかないと標識が立ちませんので、その交渉を今、学校と教育委員会で動

いているところです。それが整い次第、警察のほうで動いてくれるということになっております。年度内

を目指していますけども、これは住民の土地問題と警察の問題がありますから、確実に４月までにできる

かどうかというのは、きょうの段階では明言できない状態です。 

 ⑨番、これは左下のほうです。３丁目側から風間街道の新しい信号機に抜けるところが⑨、⑩がござい

ます。⑨は道路の拡幅整備を行っており、外側線、緑の路面表示及びラバーポールにより、歩行スペース

（１.２５メートル幅）を確保します。また、併せて外灯を設置します。 

 ⑩番が、外側線、緑の路面表示、ラバーポール及びガードパイプにより歩行スペース（１.２５メート

ルから２.５メートル幅）を確保します。この部分は、既に予算が確保されているもので、梨の収穫の時

期が終わったときから始めるという計画でおりましたので、現在工事が進んでおります。先日、自分も通

ってきましたけども、⑨番のところ、かなり工事が進んでおります。年度内に終わる予定でおります。 

 ⑪番、⑫番、鳥見神社のところから風間街道に抜ける旧道、細い曲がりくねった道です。ここの部分に

つきましては、外側線及び緑の路面表示により、歩行スペース（１メートル程度）を確保するということ

で、拡幅は難しいということもありまして、路面表示による安全性を確保するということを説明しました。 

 その他の安全対策の状況としまして、まず１点目、白井幼稚園前の信号機において、歩行者の横断時間、

歩行者側の青の時間が短かったのを長くしました。これは警察のほうで対応してくださいました。実施済

みです。ドライバーへの注意喚起を行うため、地図上の◎印の５カ所に「学童注意」の路面表示を実施し

ました。これも実施済みです。 

 ドライバーへの注意喚起を行うため、七次台小学校区域内１１カ所の電柱に「通学路につき最徐行」と
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表示された蛍光反射電柱幕を設置しました。これは先ほどの⑪、⑫の曲がりくねった危険だと思われると

ころの電柱に巻いてございます。それも済みです。 

 シルバー人材センターの引率により、集団登下校を実施しています。２５年度のスタートの段階では、

継続したいと考えて、予算要求をしています。６番目の丸、新規計画道路につきましては、各地権者の理

解を得て道路の区域決定がされて、その一部については、用地協力が得られましたというところで、③、

④が曲がっていますけども、④の右側のところ、通れるようになれば一番いいわけですけども、そこはち

ょっとまだ調整がついていませんけども、拡幅して、仮にそこを通れるようにしていくということで動い

ております。この後、随時、地権者との了解が得られた段階で、子ども達が通れるようにしていくという

ことは、方針として決まっているところでございます。 

 このようなことを説明させていただきました。審議会の委員さんのほうから出たこととしまして、かな

りこういったことが整備できて、それが目に見えるようになってきていることはいいことですけれども、

特に⑪番、⑫番のところ、そこがやはり心配だという声が聞かれました。⑨番、⑩番のほうは改善されて、

３丁目の子はいいんですけれども、４丁目の子ども達が⑪番を通ったり、⑫番を通らざるを得ないという

ことがありますから、かといって、そこは拡幅できないので、例えば外灯をもう尐し多くできないかとか、

反射電柱幕をもう尐し、電柱をあけないで、多めに貼っていただくとか、そういうような環境整備をして

いただきたいというような要望がありましたから、検討して、できることについては対応していきたいと

思っております。以上、報告させていただきます。 

○市場委員長 ただいまの報告について、質問等ございますか。確かに⑫は心配ですね。 

○清水教育部長 狭いんです。測量も終わっているんですけれども、風間街道まではもう決定はされてい

ます。１２メートル道路で進んでいくということで道路課のほうも動いていただいているんですけども、

正式に１２メートル道路にするためには、国のほうの補助金を使ったり、そういう手続きがありますから、

何年かかかるんですけども、その間、地権者さんのほうで暫定的に利用してもいいですよという了解が得

られた段階で仮舗装、３メートル程度のものを、③と同じような整備をして、子ども達が通れるようにし

ましょうということを考えています。 

○市場委員長 これができれば、⑫を避けられますからね。 

○清水教育部長 そうすると、七次台小はすごく近くなるし、安全性も確保できるから、保護者の不安は

かなり解消されると思います。 

○市場委員長 他ございますか。特になければ、以上をもちまして本日の日程は終了しました。 


